昼も絶景、
エステラード。

カフェ＆バー エステラード
ティータイム : 2 : 00 PM -16 : 30 PM（ L.O.）
バータイム : 5 : 00 PM -10 : 30 PM（ L.O.10:00 PM ）
定休日 日曜日 月曜日

mn
Autu ia l
e
sp c

13F 夜景バー エステラードは、
カフェ＆バーへ。
ティータイムには、
サイフォンで淹れる味わい深いコーヒーと、
ちょっと大人のスイーツを、
地上13階の絶景とともに。

メルチーズ（抹茶・ほうじ茶）
＆ 生ショコラ3種

コーヒーまたは
紅茶とのセット

￥1,200 ￥1,500
（税込￥1,320）

カクテルアイス
仕上げにベイリーズを
かけて楽しむ大人の味

秋のマロンパフェ

￥600 （税込￥660）

栗の濃厚さに
マンゴーのやわらかな酸味

￥1,000（税込￥1,100）
コーヒーまたは
紅茶とのセット

13 F

￥1,364

コーヒーまたは
紅茶とのセット

￥1,200

（税込￥1,500）

Cafe & Bar

Estelado

OPEN

定休日

（税込￥1,320）

ほうじ茶ティラミス
抹茶ティラミス

コーヒーまたは
紅茶とのセット

￥800 ￥1,400

（税込￥1,650）

（税込￥1,320）

（税込￥1,540）

エステラード
パフェ

5種のフルーツ入り。
カラフルな層が
「映える」パフェ

￥1,000（税込￥1,100）
コーヒーまたは
紅茶とのセット

￥1,364

（税込￥1,500）

tea time : 2 : 00 PM -16 : 30 PM（ L.O.） bar time : 5 : 00 PM -10 : 30 PM（ L.O.10:00 PM ）

日曜日 月曜日

We are closed on Ｓｕn and Mon

北海道函館市若松町14番10号 Phone: (0138) 22 0111 [ エステラード内線：8236 ]

5 : 00 PM-7 : 00PM

appy
H our
H
ハッピーアワー

午後５時から７時の間にオーダーの

「１杯目のドリンク」

70

メニュー内のグラス単品 （一部除外品あり）

％OFF

The ﬁrst glass drink is 70% oﬀ
if you order between 5-7 pm.

（Some items are excluded）

NO COVER CHARGE
NO SMOKING

< 一例＞

サッポロクラシック SAPPORO CLASSIC
￥1 , 200 ( 税込￥1 , 320）
￥360
（￥1,320 tax included）

（￥396 tax included）

グラスワイン Wines by the glass
￥800

( 税込￥880）

（￥880tax included）

( 税込￥396）

￥240

( 税込￥264）

（￥264 tax included）

・予約状況によりお受けできない場合がございます。・その他の優待・割引との併用は出来ません。・Happy hour is subject to change or canceled due to special events.・Other beneﬁts and coupons cannot be redeemed during happy hour.

13F

OPEN

定休日

5 : 00 PM -10 : 30 PM（ L.O.10:00 PM ）
日曜日 月曜日

We are closed on Ｓｕn and Mon

北海道函館市若松町14番10号 Phone: (0138) 22 0111 [ エステラード内線：8236]

13F

北海道ご当地セット

※仕入状況により多少内容が
変わる場合があります。

Selected local beers with the assorted cheese & chocolates in Hokkaido

￥2,000
北海道ビールの
飲み比べ

■
■
■

3 selected local beers

（税込（￥
） 2,000 tax included）
※この商品はハッピーアワー対象外です。
※This item is excluded from Happy Hour.

＜北海道限定＞サッポロクラシック
大沼ビール（アルト）
大沼ビール（インディア・ペールエール）

地域共通
クーポン・
函館市プレミアム付
商品券・飲食券
もご利用
いただけます。

( SAPPORO CLASSIC, ONUMA BEER Altbier, ONUMA BEER India Pale Ale ）

道産チーズ盛り合わせ（カマンベール・ゴーダ・ブルーチーズ）

Assorted cheese ( Camembert, Gouda, Blue) in Hokkaido

北海道のご当地菓子盛り合わせ

Assorted local sweets
in Hokkaido

「北海道ビールの飲み比べ」
は下記のいずれか1杯へ変更できます。
＜ワイン＞
◎グランポレール余市 白
◎グランポレール余市 赤
＜ウイスキー＞◎ニッカウイスキー 余市 宮城峡（ノンヴィンテージ）

3 selected local beers can be changed to one of the following :

<A glass of wine> ◎ GRANDE POLAIRE YOICHI ( red or white )
<A glass of whisky> ◎ NIKKA WHISKY YOICHI MIYAGIKYO（Non-vintage）

ご予約
ください

内線 8236

ご宿泊のお客様限定でシャンパンを
おトクにお愉しみいただけます。

ドン・ペリニヨン

750ml

DOM PÉRIGNON ご宿泊者限定価格
当店通常 ￥38,000 ￥
,

28 000

ヴーヴ・クリコ

（税込￥3 0, 8 0 0）

750ml
イエローラベル・ブリュット
Veuve Clicot
Yellow Label Blut ご宿泊者限定価格
当店通常 ￥13,000
￥ ,

8 000

（税込￥8 , 8 0 0）

モエ・エ・シャンドン
モエ・インペリアル

13F
OPEN 5: 00 PM-10 :30 PM（L.O.10:00PM ） 定 休 日 日曜・月曜 We are closed on Ｓｕn and Mon
北海道函館市若松町14番10号 Phone: (0138) 22 0111 [ エステラード内線：8236]

750ml

MOËT & CHANDON MOËT IMPÉRIAL
ご宿泊者限定価格
当店通常 ￥

12,000

￥8,000

（税込￥8 , 8 0 0）

